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短　報

コンクリートの飼育池で水深別に育成したアユの成長

田子泰彦・松本吉則

（2002年 7月25日受理）

Growth of Ayu Reared at Several Depths in Concrete Ponds

Yasuhiko TAGO
＊1 and Yoshinori MATSUMOTO

＊2

　＊1富山県水産試験場（Toyama Prefectural Fisheries Research Institute, Takatsuka, Namerikawa, Toyama 936-8536, Japan）．
　＊2 庄川沿岸漁業協同組合連合会庄川養魚場（Shougawa Hatchery, 2909 Hirokami, Daimon, Toyama 939-0256, Japan）．

Abstract: Growth of ayu, Plecoglossus altivelis, reared 
at several depths was examined to clarify the effect of 
increasing the water depth in ayu fishing grounds in 
which the flow has been decreased artificially, such as 
in the Shou River. Ayu were reared in concrete ponds 
from 16 June to 18 September, 2000. Ayu were divided 
into 3 groups (Group 1, with feeding and a density of 0.9 
individuals/m2; Group 2, with feeding and a density of 2.5 
individuals/m2; Group 3, without feeding and a density 
of 0.9 individuals/m2). In each group replicate samples 
were reared at 50 cm, 30 cm and 10 cm depths. Initially, 
they were of the same body weight, but finally the ayu 
reared at 50 cm depth grew to be significantly bigger than 
those reared at the 30 cm and 10 cm depths. In Group 3, 
ayu reared at 30 cm were significantly bigger than those 
reared at 10 cm. These differences are considered to be 
caused by the decrease in the density of individuals/m3, 
increase of food on the side walls and reduction of stress 
with depth. The mean depth of rivers increases as the flow 
increases. These facts suggest that increasing the water 
flow or creating deeper runs artificially in such rivers as 
the Shou River would lead to an increase in the number 
of large individuals of ayu and aid in propagating the ayu 
resources more effectively.
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北陸地方で有数のアユ漁場が存在する庄川では，支流の
和田川総合開発により，1968年以降には庄川本川の多くの
水（約60トン/秒）が合口ダムから和田川共同水路（分水路）
を経て支流和田川へ流れるようになった（Fig. 1）。このため，
庄川本川のアユ漁場における河川流量は約10トン/秒に激減
し，アユ漁の盛期である夏季には渇水状態になることが多
くなった。また，低水護岸の建設や砂利採取などの河川工
事の影響も加わり，庄川では水深の深い大きな淵が減少し，
河床が不安定である1)。淵だけでなく瀬においても，水深
の浅い平瀬が多くみられるようになった。庄川では1978～

1998年の21年間に放流尾数は3.6倍に増加したが，漁獲量の
伸びはほとんど見られない2)。庄川の漁業関係者の間には本
川の流量の増加を望む強い声がある。
本研究では，人為的な理由で流量が少なくなった河川（区
域）において，流量の増加がアユ資源に及ぼす影響の一つ
を明らかにするために，庄川に遡上した海産アユを用いて，

Fig. 1. Map showing the location of the Shou River. Closed 
circles indicate the major pools (maximum depth ≧2 m) 
surveyed on 11 June, 2000. The water of the Shou River 
is divided into two branches at the Gokuchi Dam, so the 
flow into the Wada River through the divergent channel 
increases to about 60 t/s, whereas that of main ayu fishing 
grounds in the Shou River decreases to about 10 t/s.
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飼育池において水深別にアユの育成を行い，その成長差を
明らかにした。
育成試験は2000年 6月16日～ 9月18日に，庄川養魚場にあ
る屋外のコンクリート製の飼育池（幅1.7 m，長さ12.6 m，
面積21.4 m2）9面を用いて行った。水深が50 cm，30 cm，
10 cmの池を 3組設定し，それぞれの組を飼育密度が0.9尾
/m2で給餌をするグループ（G1），飼育密度が2.5尾/m2で給
餌をするグループ（G2）， 飼育密度が0.9尾/m2で無給餌のグ
ループ（G3）の 3グループとした。供試アユは 5月に庄川
下流域で投網により採捕した若魚で，同養魚場の飼育池に
収容の後，6月16日に各試験池に分別した。各グループの池
間における平均体重（Table 1）には有意な差は認められな
かった（分散分析，G1; F2,56＝0.03，p＝0.974，G2; F2,157＝0.44，
p＝0.646，G3; F2,56＝0.25，p＝0.780）。
飼育水には地下水（約13℃）を用い，注水量は各池約

50 l/分とした。1日の給餌量は魚体重の約 1%とし，午前と
午後の 2回に分けて給餌した。なお，土日および休日の給
餌は行わなかった。
育成終了時における各グループの水深別のアユの平均体
重と標準偏差を Fig. 2に示した。水深50 cm，30 cmおよび
10 cmで育成した各グループ間の平均体重には有意な差が
認められた（分散分析，G1; F2,42＝25.34，G2; F2,80＝47.75，
G3; F2,44＝17.58，各p＜0.001）。各グループとも水深50 cm
で育成したアユの体重の平均値は，水深 30 cmと10 cmでの
それよりも有意に大きかった（ポストホックテスト Fisjer’s 
PSLD，G1; 各 p＜0.001，G2; 各 p＜0.001 G3; 各 p＜0.001）。
G3では水深30 cmでの体重の平均値は，水深10 cmでのそ
れよりも有意に大きかった（同 p＜0.017）が，G1とG2で
は水深30 cmと10 cmでは有意な差は認められなかった（同 
G1; p＝0.498，G2; p＝0.464）。
庄川に遡上した海産アユを用いて行った本試験では，面積
当たりの飼育密度や給餌の有無にかかわらず，水深50 cmで
育成したアユは水深30 cmおよび10 cmで育成したアユより
も成長がよかった。加えて，無給餌の池では水深30 cmで育
成したアユは，水深10 cmよりも成長が良かった。アユ養殖
池の適正水深について，琵琶湖産アユを用いた水深25 cm，
50 cm，75 cm，100 cmの水深別の成長試験では，水深が
深いほどアユの成長が良かったことが報告されている3)。
水深が深くなれば同じ河床面積当たりの生息密度が同じで
も体積当たりの生息密度は減少する。また，池の壁面部分
にはアユの餌となる付着藻類が繁茂する面積が増える。さ
らに，浅い水深は鳥や人間の漁獲に対する恐怖を生じさせ
やすいなど，ある種のストレスとなりアユの成長に悪い影
響を及ぼすものと考えられる。上記の試験結果は水深が深
くなることによる体積当たりの生息密度の減少効果，餌の
増加およびストレスの軽減などにより生じたものと推定さ
れる。事実，河川では深い淵には大型のアユが多く生息す
る傾向が認められている4)。

河川では流量が増えると平均水深も深くなる。これらの
ことは，庄川のようにアユ漁場の流量が人為的に著しく少
なくなった河川（区域）では，夏季の間だけでも河川流量
を増加すること，あるいは各所に水深の深い瀬を人工的に
造成することができれば，成長の良いアユの漁獲尾数の増
加につながり，アユ資源を有効に利用できることを示唆し
ている。
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Fig. 2. Final mean body weight (closed circles) and standard 
deviation (bars) of ayu reared at 50, 30 and 10 cm depths. 
Legends of the groups are the same as in Table 1. Numerals 
in parentheses indicate the sample size.

Table  1.    Initial mean body weight (g)±SD of ayu juveniles used in the growth experiments at several depths. Numerals in 
parentheses indicate the sample size

Water depth
Group Feeding Density/m2 50 cm 30 cm 10 cm
G1 Yes 0.9 11.9±2.0 (20) 12.1±2.6 (19) 12.0±3.7 (20)
G2 Yes 2.5 13.1±5.0 (53) 12.3±4.5 (54) 12.6±4.6 (53)
G3 No 0.9 11.7±2.1 (20) 11.1±3.1 (20) 11.5±3.6 (19)
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